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33分51秒1 山端　良尚3225 トクセン工業ﾔﾏﾊﾞﾅ ﾖｼﾋｻ

36分32秒2 北川 雅光3253 近建ビル管理ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾐﾂ

36分53秒3 大西 一也3219 ＭＤホームズｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾔ

39分16秒4 辻 直孝3237 樫原ＲＣﾂｼﾞ ﾅｵﾀｶ

39分36秒5 茂木 裕3234 ﾓｷﾞ ﾕﾀｶ

39分56秒6 長田 淳治3203 近建ビル管理株式会社ｵｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

40分32秒7 澤田 直樹3282 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵｷ

41分38秒8 宿院 府志3275 ｼｭｸｲﾝ ﾓﾄｼ

41分52秒9 今井 健太3221 チームポチパネｲﾏｲ ｹﾝﾀ

42分19秒10 永田 智之3215 松寿苑ＲＣﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ

43分28秒11 福本 勝3241 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾙ

44分10秒12 大藪 由照3278 あかしやｵｵﾔﾌﾞ ﾖｼﾃﾙ

44分40秒13 栢木 大輔3236 ｶﾔｷ ﾀﾞｲｽｹ

45分16秒14 小山 仁士3217 ｺﾔﾏ ﾋﾄｼ

46分29秒15 指田 欣宏3212 ３４つばさｻｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

46分37秒16 高尾 義則3272 ﾀｶｵ ﾖｼﾉﾘ

47分41秒17 嶋田 卓哉3213 サブゼロ但馬ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ

47分51秒18 長谷川 隆仁3283 あかしや陸上ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ

48分44秒19 高科 健二3226 ﾀｶｼﾅ ｹﾝｼﾞ

48分49秒20 吉永 直文3284 ﾖｼﾅｶﾞ ﾅｵﾌﾐ

49分26秒21 小藤 大輔3277 たこつぼ荘ｺﾌｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ

49分54秒22 原口 和也3256 ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ

50分14秒23 加藤 允康3274 ｶﾄｳ ﾐﾂﾔｽ

50分21秒24 乾 裕彦3229 ｲﾇｲ ﾋﾛﾋｺ

50分23秒25 福山 諭3246 ﾌｸﾔﾏ ｻﾄﾙ

50分26秒26 松冨 孝司3260 ﾏﾂﾄﾐ ｺｳｼﾞ

50分33秒27 谷 悦二3281 ﾀﾆ ｴﾂｼﾞ

50分58秒28 木村 隆3210 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ

51分15秒29 西川 竜也3232 西川ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ

51分48秒30 坂本 憲明3264 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｱｷ

52分06秒31 大嶋 浩平3204 グリーンベルｵｵｼﾏ ｺｳﾍｲ

52分17秒32 黒田 誠3233 ｸﾛﾀﾞ ﾏｺﾄ

53分07秒33 小田桐 真司3223 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼﾝｼﾞ

54分13秒34 長島 裕介3230 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｽｹ

54分40秒35 岸本 芳輝3286 北川化成ｷｼﾓﾄ ﾖｼｷ

55分15秒36 森本 晶3285 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾗ

55分23秒37 宮岡 宏和3208 ﾐﾔｵｶ ﾋﾛｶｽﾞ

55分34秒38 四方 博文3250 にのくにマラソン倶楽部ｼｶﾀ ﾋﾛﾌﾐ

55分42秒39 藤住 俊之3207 あかしやﾌｼﾞｽﾐ ﾄｼﾕｷ

55分45秒40 梶谷 敦3280 ｶｼﾞﾀﾆ ｱﾂｼ

55分51秒41 入江 健太郎3244 ｲﾘｴ ｹﾝﾀﾛｳ

56分07秒42 伊吹 晋輔3228 ｲﾌﾞｷ ｼﾝｽｹ

57分03秒43 谷口 直哉3255 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾔ

57分43秒44 青木 大祐3231 ｱｵｷ ﾀﾞｲｽｹ

57分54秒45 菅 ケンジ3220 ｽｶﾞ ｹﾝｼﾞ

57分59秒46 山田 賞晃3214 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ

58分02秒47 松井 竜輔3211 ﾏﾂｲ ﾘｭｳｽｹ

58分14秒48 中村 一誠3248 京ＲＵＮ走ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｻﾄ

58分46秒49 廣瀬　英明3288 ﾋﾛｾ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間00分32秒50 小西 隆士3261 ｺﾆｼ ﾀｶｼ
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1時間00分54秒51 河原崎 紳吾3273 グリーンベルｶﾜﾗｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ

1時間00分56秒52 村田 有市3209 ﾑﾗﾀ ﾕｳｲﾁ

1時間01分08秒53 原 健3258 ﾊﾗ ﾀｹﾙ

1時間01分09秒54 林 大輔3205 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ

1時間01分19秒55 細川 進一郎3206 ﾎｿｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間01分21秒56 東 博之3279 ﾋｶﾞｼ ﾋﾛﾕｷ

1時間01分37秒57 糸井 陽介3202 ｲﾄｲ ﾖｳｽｹ

1時間02分06秒58 中上 浅廣3239 ﾅｶｶﾞﾐ ｱｻﾋﾛ

1時間02分14秒59 大場 智3218 ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ

1時間02分17秒60 湯浅 真人3235 長生園ﾕｱｻ ﾏｻﾄ

1時間02分30秒61 山田　一馬3268 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

1時間03分18秒62 荻野 学3227 ｵｷﾞﾉ ﾏﾅﾌﾞ

1時間03分25秒63 羽賀　晋太郎3267 ﾊｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間03分43秒64 湯浅 喜紀3259 チーム鴨川ﾕｱｻ ﾖｼﾉﾘ

1時間03分58秒65 軽尾 洋造3252 アズビル京都ｶﾙｵ ﾖｳｿﾞｳ

1時間04分05秒66 竹下 みつのり3269 ﾀｹｼﾀ ﾐﾂﾉﾘ

1時間05分34秒67 山崎 辰己3262 アズビル京都ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾐ

1時間05分46秒68 後藤　司3266 ｺﾞﾄｳ ﾂｶｻ

1時間05分58秒69 久世 喬3257 ｸｾﾞ ﾀｶｼ

1時間06分24秒70 濱 和宏3242 ﾊﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間07分41秒71 新谷 一路3247 土井ランナーズｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾐﾁ

1時間07分46秒72 中岡 広樹3222 コシハラﾅｶｵｶ ﾋﾛｷ

1時間08分37秒73 宮澤 淳3216 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾂｼ

1時間09分10秒74 なかい こうし3251 ﾅｶｲ ｺｳｼ

1時間09分12秒75 小林 智3249 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ

1時間09分51秒76 岡田 尚樹3245 京福バスｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ

1時間10分45秒77 橋本 真3270 ﾊｼﾓﾄ ﾏｺﾄ

1時間11分35秒78 原田 周3201 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳ

1時間13分29秒79 廣瀬 潤二3287 ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間15分18秒80 中積　一3265 ﾅｶﾂﾐ ﾊｼﾞﾒ

1時間16分07秒81 黒田 光永3254 奈良国道事務所ｸﾛﾀﾞ ｺｳｴｲ

1時間17分16秒82 青木 直人3238 ｱｵｷ ﾅｵﾄ

1時間30分12秒83 野々口　雅人3276 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾄ
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